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特記仕様書

第１章 総則

１－１ 適用

本特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注す

る、次の監督業務について適用する。

この仕様書に定めのない事項は、工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)(以下「共通

仕様書」という。) 【別冊資料１】による。

業務件名：技術管理分室基盤整備ほか工事監督業務

１－２ 履行期間

契約締結日の翌日 から 平成 30 年３月 14 日

１－３ 契約書第４条関係(下請負等)

契約書第４条第２項の規定により、あらかじめ発注者の承諾を受け業務の一部

を第三者に委任し、又は請負わせることができるものは、次に掲げる場合をいう。

1) 総合監督業務(建築、電気、機械、造園等の複数職種業務)で、土木職種業務

を除いた業務量が少ない場合

2) 監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な場合

3) 監督業務の一部で専門的な技術(特殊工法など)を要する場合

１－４ 契約書第６条関係(管理技術者等)

管理技術者等の資格要件は、下表のいずれかを満たしているものとする。

管理技術者

① １級土木施工管理技士の資格を取得後５年以上の実務経験

を有し、業務の総括監理を５年以上継続している者

② 技術士(建設部門)の資格を取得後５年以上の実務経験を有

し、業務の総括監理を５年以上継続している者

③ 職務経験等により①又は②と同等の能力を有すると認めら

れる者

主任監理員

① １級土木施工管理技士の資格を有する者

② ２級土木施工管理技士の資格を取得後４年以上の実務経験

を有する者

③ 職務経験等により①又は②と同等の能力を有すると認めら

れる者

監理員
① ２級土木施工管理技士の資格を有する者

② 職務経験等により①と同等の能力を有すると認められる者

土木監理
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１－５ 監督の技術的基準

共通仕様書第５条に規定する監督の技術的基準は、下記による。

1) 土木工事監督技術基準(平成２４年版)(以下「土木監督技術基準」という。)

2) 除却工事監督技術基準(平成２４年版)(以下「除却監督技術基準」という。)

上記基準は、業務契約後貸与、又は４－１により閲覧に供する。

１－６ 書式集

本業務で使用する書式等は、「工事監督業務「書式集」（平成２８年４月版）」（以

下「書式集」という。）による。

「書式集」は、４－１により閲覧に供する。

１－７ 現場監督員事務所等

受注者は、業務の実施に必要な設備、備品等を備え付ける。

現場監督員事務所は、履行期間中、発注者が別途設置する。

第２章 監督業務

２－１ 業務の目的・内容

受注者は、機構が契約した工事の契約内容(契約図書等)に基づき、工事が工事

受注者によって完全に履行されるよう監督業務を行う。

本業務は、「共通仕様書」及び本特記仕様書に示す内容を行う。

２－２ 監督対象工事

本業務の監督対象工事は、下表、案内図（別添資料１）及び業務範囲図（別添

資料２）による。

項目 内容

①

工事件名 技術管理分室基盤整備ほか工事

工事場所 東京都八王子市石川町 2683-3

工事概要

・ 都市再生機構技術管理分室内の超高層実験タワー除却

工事（地上部分）

Ｈ＝108ｍ Ｗ＝約 600ｔ

・ 同施設内の敷地整地工事

約 1,500ｍ2

工事期間 平成 29 年６月から平成 30 年２月

備  考

※工事設計図書等は、４－１により閲覧に供する。
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２－３ 検査行為の立会い・確認頻度

「土木監督技術基準」及び「除却監督技術基準」における検査行為の立会い・

確認頻度【別冊資料１６参照】については、下記による。

検査行為の立会い・確認頻度

① 一般施工・重点監督

監督対象工事が重点監督を要する場合は、受注者は「低入札価格工事における

重点監督計画書の作成について（案）」【別冊資料１７参照】により、発注者が策

定する重点監督方針を踏まえ「重点監督計画書」を作成し、担当職員の承諾を得

る。

受注者は、「重点監督計画書」に基づき、検査行為の立会い・確認を行う。

なお、煙突用アスベストセメント円筒管除去工事における施工確認（立会い頻

度等）は、【別冊資料１８参照】により行う。

２－４ 監督記録

受注者は、「監督員検査行為 計画・実施チェックシート(例)」【別冊資料２参照】

及び「監督記録」【別冊資料３参照】に基づき、立会い・確認時における①監理項

目、②検査行為の実施計画（確認時期、数量、頻度及び確認回数）、③検査行為等

の結果、④立会等の箇所及び指摘箇所を詳細に記録し、担当職員の確認を受ける。

２－５ 施工体制の把握

「土木監督技術基準」に定める監督実施内容表１.(3)「施工体制の把握」は、「施

工体制の把握について」【別冊資料４参照】により行う。

２－６ 工事受注者及び下請負人の社会保険等への加入の有無に関する確認

1) 受注者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載され

た建設業者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確

認を行う。

2) 「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、監督

員は【別冊資料１２】の業務を実施するので、受注者は担当職員の指示に従

い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力する。

２－７ 施工プロセスチェックシート

受注者は、「施工体制」及び「施工状況」について、「施工プロセスチェックシ

ート」【別冊資料１３参照】の内容について毎月１回点検を行い、担当職員に報告

する。

なお、その内容には記録前１ヶ月間の「業務処理結果報告書」【「書式集」参照】

等に記録した現場状況及び指示状況等の内容を反映させる。
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２－８ マテリアルフローの集計

受注者は、環境配慮促進法(平成１６年法律第７７号「環境情報の提供の促進等

による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」)に基づく

「環境報告書」作成のための、事業活動(工事施工)に係る環境負荷物質等の集計

作業を、「マテリアルフロー集計要領(監理員編)」【別冊資料１４参照】に従い、

その結果を担当職員に報告する。

２－９ 法令等に基づく届出チェックリスト

受注者は、監督対象工事において法令等に基づく届出等の必要があるものにつ

いて、監督対象工事受注者より、施工計画書等と併せ「法令等に基づく届出チェ

ックリスト」【別冊資料１５参照】を工事着手までに提出させ、これを確認する。

受注者は、確認が終了した「法令等に基づく届出チェックリスト」を、担当職

員に提出する。

受注者は、工事期間中「法令等に基づく届出チェックリスト」の届出等提出予

定日までに当該届出等が提出されているか確認を行い、提出されていない場合は、

担当職員に報告する。

２－１０ 総合評価方式工事における技術提案内容の確認

受注者は、担当職員から通知される技術提案内容(工事受注者に開示してはなら

ない。)を確認の上、監督対象工事受注者から提出される総合評価計画書の内容を

確認し、その結果を担当職員に報告する。

受注者は、総合評価計画書に記載された技術提案内容について、施工プロセス

チェックシートに追記して、実施状況を記録する。

(「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(土木・

造園工事)(H22.10 改定)」の「10 技術提案の実施確認」参照)

http://www.ur-net.go.jp/order/dobokuzouen2010.10.pdf

２－１１ 業務処理結果報告（日毎・補助用紙）

受注者は、監督行為及び２－４から２－１０に示す内容について、業務処理結

果報告書（日毎）【「書式集」参照】を作成する。

必要に応じて補助用紙を使用し、実施した監督行為の詳細を明記する。

２－１２ 指導検査

受注者は、工事請負契約書第３１条による検査の他、発注者の発意により指導

検査を行う場合には、これに立会う。

指導検査は、発注者の指示により実施するが、その実施時期等については本業

務受注者が担当職員と協議する。

指導検査の実施時期は、表１の「出来形及び品質の検査」とし、低入札価格工
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事においては表２の「工事の実施状況の検査」を早期に１回実施する。

表１ 出来形及び品質の検査

項 目 実施時期

1) 基礎工 (基礎材、杭基礎等) 施工状況が確認できる時期

2) コンクリート工

(配筋、打設面等)
配筋の状況が確認できる時期

3) 擁壁工(基礎、裏込め材等)
基礎、裏込め材等の施工状況が確認で

きる時期

4) 地盤改良工 施工状況が確認できる時期

5) 排水工

(管･マンホール等の施設等)

各施工状況、施工完了が確認できる時

期

6) 道路工

(路盤、道路付属物の基礎等)

各施工状況、施工完了が確認できる時

期

7) その他 状況に応じて実施

表２ 工事の実施状況の検査

項 目 関係書類 留意事項

１） 契約書など

の履行状況

・ 工事請負契約書

・ 共通仕様書

○工事請負契約書、共通仕様書に基づ

く契約提出書類(施工体制台帳等)の

処理内容及び履行状況

２ ） 工 事 施 工

状況

・ 工事計画書、施工

計画書

・ 工 事記 録、その他

関係書類

○指示、承諾、協議事項などの処理内

容、支給材料、貸与品及び工事発生

品の処理、その他の施工状況

○工法研究、施工方法及び手戻りに対

する処理状況、現場管理状況

３） 工程管理 ・ 実施工程表

・ 工事記録

○工程管理状況及び進捗状況

４） 安全管理 ・ 契約書、設計図書

・ 工事記録

○安全・衛生管理状況

○交通処理状況及び処置内容

○関係法令の遵守状況

２－１３ 業務履行状況確認

発注者は、「在京本部等管内土木工事監督業務 巡回点検表」【別冊資料１９参照】

に基づき、受注者の業務履行状況の確認を行う。

確認時期については、別途通知する。

確認回数は、２回程度を見込む。
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第３章 成果品

３－１ 成果品

本業務の成果品は下記による。【「書式集」参照】

1) 業務処理結果報告書（表紙）

2) 出来高一覧表

3) 業務処理結果報告書（日毎・補助用紙）（２－１１参照）

4) 業務打合わせ記録簿

5) 工事監督記録

① 監督員検査行為 計画・実施チェックシート (２－４参照)

② 監督記録 (２－４参照)

③ 監督対象工事の報告・協議書(四連) 、ワンデーレスポンス報告書

④ 本業務に係る報告・協議書(四連)

⑤ 施工体制の適正化に係る確認の結果 (２－５参照)

⑥ 施工プロセスチェックシート (２－７参照)

⑦ マテリアルフロー集計データ (２－８参照)

⑧ 法令等に基づく届出チェックリスト (２－９参照)

⑨ 重点監督方針、重点監督計画書 (２－３参照) (「重点監督」の場合)

⑩ その他担当職員が指示する図書

３－２ 監督業務処理結果中間報告

受注者は、監督業務の処理結果について、業務履行日毎又は担当職員の要求の

都度、速やかに上記成果品を提出して、担当職員の確認を受ける。

第４章 その他

４－１ 資料の閲覧について

監督対象工事の設計図（参考）、本文内に記載のある別冊資料、「土木監督技術

基準」及び「除却監督技術基準」等を閲覧に供する。

閲覧期間 平成 29 年５月 18 日から 平成 29 年６月 30 日

・ 連絡先；工務課（土木）03-5323-2430

・ 閲覧時間；月曜日から金曜日（祝・祭日除く）10:00～12:00、13:00～16:00

・ 閲覧場所；別途連絡

４－２ 様式データ配付について

３－１各種資料の様式データは、業務契約後、受注者に配付する。

４－３ 配員について

受注者は、月毎の配員構成を記載した「業務実施計画書」【「書式集」参照】を
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作成し、担当職員に提出する。

４－４ 業務成績評定

本業務は、業務成績評定対象業務である。

受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。

なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目とし

て使用することがある。

４－５ 業務実績情報の作成、登録

本業務の請負金額が１００万円以上の場合、受注者(公益法人の場合は除く)は、

受注時においては契約後１０日(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。以下、同じ。)

以内に、登録内容の変更時においては、変更があった日から１０日以内に、完了

時においては、完了後１０日以内に、業務実績情報システム(テクリス)により、「業

務実績データ」を作成し、「登録のための確認のお願い」により発注者の確認を受

けた後、登録するとともに、「登録内容確認書」の写しを発注者に提出しなければ

ならない。業務実績情報の作成、登録に要する費用は本業務に含む。

なお、変更時と完了時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略

できる。

また、発注者の確認及び「登録内容確認書」の写しの提出は、事前に発注者の

承諾を得た場合は、テクリスによる自動メール送信によることができる。

４－６ 個人情報の取扱いについて

受注者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締

結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。

４－７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

1) 本業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不

当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、

不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行

う。

2) 1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告する。

3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被

害が生じた場合は、発注者と協議を行う。

以 上
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案内図

別添資料１
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業務範囲図

別添資料２
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解体建物概要

別添資料３


